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　平成２８年度の定時総会において、１１代目となる会長を仰せつかり、責任の重

さに身が引き締まる思いでございます。

　現在の不動産業界は、政府の諸施策の効果により徐々に明るい兆しが見られるも

のの、少子高齢化や不動産取引のグローバル化など将来に向けての展望が不透明

な部分もあり、不動産業界全体のさらなるレベルアップが求められるなど、将来に向

かって課題が山積しているわけでございます。　

　このような中、本会は昨年度に策定しました１０年後の理想の姿を明示した「愛

知宅建版ハトマークグループビジョン」を実現させるべく、公益事業や会員支援事業

のさらなる強化をはじめ、大手寡占化が進んでいる現状を踏まえた地域に密着した

協会づくりを目指してまいります。

　公益事業では、県下統一研修会や支部企画研修会などの研修の充実を図り、不

動産キャリアパーソンの受講を推奨して宅建業界全体の資質を底上げするとともに、

不動産セミナーや不動産無料相談所、地域事業など多くの一般消費者と触れ合い、

会員の皆様と各地域との信頼をより一層構築できる事業を実施していきたいと考え

ております。

　会員支援事業では、ハトマークのPR強化はもちろんのこと、愛知宅建サポート株

式会社を通じて有益な情報やサービス提供の充実を図り、会員の皆様の目線に立

って、気軽にご利用いただき業務の手助けになるよう推進してまいります。

　また、会員数の減少等により収益も年々減少していることから、財政基盤や諸規則

の見直し等、合理的な協会運営にも努めてまいります。

　最後に、次年度は創立５０周年を迎えますが、「先輩諸氏が築かれた伝統と財

産」を後輩に繋ぐために、役職員一同心を一つにして邁進してまいります。それには

皆様のご協力なくしては、各事業の完遂はできませんので、一層のご支援・ご協力を

賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶に代えさせて頂きます。

就任のあいさつ

岡本 大忍

公益社団法人
愛知県宅地建物取引業協会

会長
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南知多町豊浜で毎年７月中旬の土・日曜に行われる「豊
浜鯛まつり」は、明治１８年頃祭礼に興を添えようと「ハ
ツカネズミ」の張りぼてを作ったのが最初といわれていま
す。その後魚類になり、大正初期に大鯛に、昭和初期に
は胴内ではやしながら海に泳がせるようになりました。長
さ１０～１８ｍの竹と木の骨格に白木綿を巻いて作った大
小の鯛５匹が若者達にかつがれ街中や海を練りまわる奇祭
です。また、土曜日には豊浜漁港で花火大会が行われます。

■お問い合わせ先／豊浜観光協会
　ＴＥＬ：０５６９－６５－０００４
　http://www.oina-toyohama.net/
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2 業協会・保証協会愛知本部　定時総会 開催特集1 

倫　 理　綱　領倫　理　綱　領
　我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、
その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。

１．我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。
１．我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門的知識の向上に努める。
１．我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
１．我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
１．我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩序の確立と組織
　　の団結に努める。

公益社団法人　全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人　愛知県宅地建物取引業協会

本部事務局は、８月１２日（金）～８月１７日（水）まで
夏期休暇とさせていただきます。

事務連絡等ご配慮いただきますよう、お願い申し上げます。

本部事務局夏期休暇のお知らせ

■今月のあいちの花「アンスリウム」
■不動産キャリアパーソン

５ 本部役員紹介

8

特集2

6

■(公社)愛知県宅地建物取引業協会 理事会開催

■(公社)全国宅地建物取引業保証協会愛知本部 幹事会開催

支部長紹介特集3

マンスリーレポート

　本会では、ハトマークサイトへのアクセスに便利なＱＲコードを作成しておりましたが、現在は利用することができません。
　ハトマークサイトへのアクセスについては、協会ホームページからアクセス頂きますようお願い申し上げます。

【問い合わせ先】 （公社）愛知県宅地建物取引業協会　事務局　ＴＥＬ：０５２－５２２－２５７５

ハトマークサイトＱＲコードについて（お知らせ）ハトマークサイトＱＲコードについて（お知らせ）ハトマークサイトＱＲコードについて（お知らせ）ハトマークサイトＱＲコードについて（お知らせ）
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木全紘一
会長

伊藤博
全宅連会長

大村秀章
愛知県知事

大野雄一　国土交通省
中部地方整備局副局長

伊藤誠　名古屋市
住宅都市局住宅部長

　（公社）愛知県宅地建物取引業協会は５月２４
日午後１時からキャッスルプラザにおいて平成２８
年度定時総会を開催しました。
　総会は、４，３４３名（委任状を含む）の会員
が出席し、波多野昭一総務財政副委員長の司会に
より、夏目彰一副会長による開会のことばにはじ
まり、木全紘一会長、伊藤博全宅連会長のあいさ
つの後、来賓祝辞があり、大村秀章愛知県知事よ
り、「景気は弱さも見られますが、回復基調が続
いているという評価です。住宅建設についても昨
年は前年の落ち込みから持ち直し、概ね前年度に
比べ増加傾向で推移をしました。この協会が一層
ご活躍をされ、宅地建物取引が活発化し、さらに
この地域の経済の発展につながるようにご祈念、
ご期待を申し上げます。
　そういう中で、今週からサミットが開催され、
順次各国首脳が来られます。名古屋でもアジア、
アフリカの国々の皆さんと個別の会談を行います
ので、高速道路などしっかり警備をさせていただ
きます。伊勢志摩サミットを成功させ、大いに世界
に向けてこの愛知名古屋を発信できればと思います。
　また、中部整備局の茅野局長より平成２８年度
の道路、河川、港湾等の国の事業の進捗と予算の
報告説明をいただきました。その際に名古屋環状
２号線の名古屋西から飛島まで行く道路を今一生
懸命取り組んでおりますが、何とか３年ぐらいで
造ってもらいたいと要望し、国道２３号の名豊道
路の蒲郡バイパスの目途がなかなか立ちませんの
で、さらに進めてもらうことや、東海市の産業道
路である西知多道路の４車線を６車線化、さらに
知多半島道路の延伸をして常滑市へ繋げていくと
いうことを今年度から着手していくということが
決まりました。また、名古屋高速の一宮線の名神
が少々渋滞するので少し延伸するなど、この地域の

経済、産業をさらに盛り上げていきたいと思います。
　愛知県はまだ人口が伸びています。併せて土地
不動産の価格がじわじわと上がっていくことが理
想であり、人口が減って、土地の値段が下がって
いくようなことでは未来はありませんので、この
地域を盛り上げていくことを我々がしっかりやっ
ていきたいと思います。
　名古屋市の人口が２３０万人を超えたというこ
とですが、愛知県全体でも近々７５０万人を突破
いたしますので、その折には盛大に発表していき
たいと思います。さらにいろんな施策を打って、
この愛知・名古屋をしっかりと盛り上げていきた
いと思っております。
　資本主義経済の基盤というのは、やはり土地不
動産だと思います。健全な形で需要と供給により
価格が維持され、少し上がり基調で行くというの
が経済の基本ではないでしょうか。私は今年の４月
末から連休にかけてアメリカへ行ってきました。
それは愛知県とテキサス州と友好交流協定を結ん
だためですが、またその後シアトルへ行ってＭＲ
Ｊの試験研究を行い、ボーイング本社とワシント
ン州にも協力の依頼に行ってきました。そこの地
は全部の不動産がこの５年で倍ぐらいに上がって
いるとのことでした。そういうことを我々はこの
愛知・名古屋でしっかりやって、日本経済をしっ
かり盛り上げていきたいと思いますので宜しくお
願い致します。」との祝辞を賜りました。
　次に、大野雄一国土交通省中部地方整備局副局
長より、「先月熊本で起きた地震もございまして、
いまだに多くの方々が避難生活を強いられている
中であります。こうした中で私どもは建物の耐震
性というものが、まだまだということを改めて感じ、
不動産業の重要性を改めて痛感した次第であります。
　またこの災害では、中部地方整備局もいわゆる

（公社）愛知県宅地建物取引業協会
平成 28年度定時総会開催

（公社）愛知県宅地建物取引業協会（公社）愛知県宅地建物取引業協会
平成 28年度定時総会開催平成 28年度定時総会開催

（公社）愛知県宅地建物取引業協会
平成 28年度定時総会開催
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（左から）伊藤専務・梅田副会長・深谷副会長・
岡本会長・夏目副会長・奥井副会長

テックフォースという支援部隊をかなりの規模で
送り、特に公共施設の復旧等に尽力したところで
すが、こうした活動を通じ、我々としても中部地
方での災害に対し、しっかり備えていきたいと考
えています。
　この地域において去る１２５年前、１８９１年
に濃尾地震という大きな直下型地震が起こりまし
た。これでは７千人以上の方が亡くなられている
訳ですが、いつこういった地震が起きても不思議
ではないという状況です。
　また、南海トラフ地震が今後３０年の間には６０
～７０％の確率で起きるのではないかといわれて
いますが、地震が起きれば、これだけ人口産業が
集積した地域では大きなダメージが起こりますの
で、公益、民間問わず対応していかなければなら
ないと思っています。
　こうした中で、現国会において、宅建取引業法
の改正を切望しているところです。今伺っている
ところでは、建物状況調査、いわゆるインスペク
ションを盛り込んでいます。こうしたものを通じ
て国民が安心して中古住宅、既存住宅の取引をし
ていただけるような環境を作っていくことが非常
に大事だと思います。また同時にこの住宅の耐震
性というものをしっかり考慮していかなければな
らないと思います。そういった意味でも、この法
改正が成立した暁には、県内の住宅の質というも
のをきちんと高めていくために、皆様方にもぜひ
ご活躍を頂きたいと考えているところです。
　最後でございますが、不動産業は国民生活、経
済活動において、基盤となる非常に重要な産業で
す。中部地方整備局としても、不動産業の現状を
的確に把握するとともに、皆様との連携をさらに
強めながら、市場の活性に資する諸施策の実施に
努めて参りたいと思います。引き続きのご理解ご
協力、よろしくお願い申し上げます。」との祝辞
を賜りました。
　次に、伊藤誠名古屋市住宅都市局住宅部長より、
「先月発生いたしました熊本の地震では甚大な被
害をもたらし、４９名の方がお亡くなりになりま
した。本市では、被災地の支援といたしまして、
非常食やおむつなどの物的支援の他に、人的支援
として、給水活動や保健医療活動ということで職
員を派遣してきております。私が所属しておりま
す住宅都市局でも、被災建築物の応急危険度判定
や被災宅地の危険度判定、それから応急仮設住宅
の建設、避難所の運営といった分野に職員を出し
て参りました。また、地震で被害に遭われて名古
屋へ避難をされてきた方というのもいらっしゃい
まして、そういった方々のために市営住宅を無償

でお貸しするということをしており、現在で２０
世帯の方が市営住宅に入りました。
　この地域だけが大きな地震が発生していません
ので、地震対策が急務であると考えています。本
市では昨年１０月に名古屋市地域強靭化計画とい
うのを策定し、地震や風水害の対策として、平成
３０年度までに優先的に取り組む事項について細
かく目標を設定しています。今はその目標に向け
て施策を実現している最中です。住宅のお話でご
ざいますが、名古屋市では名古屋市住生活基本計
画、見直し作業を進めています。見直しに当たり、
高齢者世帯、子育て世代など住まいに対するニー
ズがいろいろありますので、それにお応えすると
いうことはもちろん、災害に強い住まいまちづく
りを進めること、空き家活用を含めた住宅ストッ
クの活用や更新といったことに施策の重点を置い
て充実させていきたいと考えています。２０２７年
に名古屋に東京からリニア新幹線が来るというこ
とで、東京と名古屋の都市の機能をいろいろ比較
しますと、東京には敵わない部分が多いですが、
住生活、住環境の分野では名古屋はお値打ちであ
ること、ゆとりがあること、通勤時間等も大変短
く、利便性も高いということで、明らかに東京に
対して住生活の分野では優位なポジションを持っ
ています。名古屋を住まいの場として、さらに選
んでいただけるようにということで、都市の活力
や魅力を高めながら、同時に住宅ストックの良質
な形成ということに努めていくということが大切
だと考えています。そういったまちづくりを進め
る中で、宅地建物取引業協会の皆様方の担う役割
は大変大きいと考えています。今後も皆様方との
共働をし施策を進めたいと考えていますので、お
力添え宜しくお願い致します。」との祝辞を賜り
ました。
　その後、議長に岡本大忍副会長を選出、諸役の
指名が行われたのち、議事に入りました。
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　業協会総会前の同会場
において、午前１１時００
分から（公社）全国宅地建
物取引業保証協会愛知本
部が平成２８年度定時総
会を開催しました。

　報告事項終了後、別室にて理事会が開催され、会長及び副会長、専務理事の選出を行いました。そこでは５月１０日に開催され
た会長候補者選出委員会において、会長候補者には岡本大忍（名南東）氏が選出されたことが報告され、採決をしたところ賛成多
数で承認されました。
　引き続き、新会長より副会長の選出について、深谷政次（知多支部）、夏目彰一（東三河支部）、梅田武久（中支部）、奥井俊一（東
名支部）の各氏を提案、専務理事には伊藤亘（名南東支部）氏が提案され、それぞれ賛成多数で承認されました。
　理事会終了後、総会会場において新しい会長・副会長・専務理事が紹介されました。

（１）平成２７年度事業報告の件　同　事業監査報告
（２）平成２７年度決算報告の件　同　会計監査報告
（３）中央本部平成２８年度事業計画・収支予算の件

（４）平成２８年度事業計画の件
（５）平成２８年度収支予算の件

各議案の詳細については総会議案書を参照して下さい。
■承認された審議事項は次の通りです。■

【報告事項】

報告事項

第１号議案 平成２７年度事業報告承認の件
提案者：伊藤亘総務財政委員長／事業監査報告：藤田一彦監事

１．宅地建物を適正に取引し、消費者保護を図るための人材の輩出及び高度な人材の育成並びに優良な事業者の拡大に関
　  する事業（公益目的事業１）
２．宅地建物を適正に取引し、消費者保護を図るための相談、講習会等の普及啓発活動等に関する事業（公益目的事業２）
３．不動産取引等に関する人材育成及び普及啓発並びに不動産流通市場の活性化等を行うとともに、宅地建物取引業を通
　  じた地域社会等への貢献及び会員の業務に対する支援等を行う事業（その他事業）
４．行政所管課、関係諸団体との連携
５．公益社団法人としての運営対応、並びに組織体制整備に関する検討
６．会員支援の拡充・強化に向けた対応
７．創立５０周年記念事業への対応
８．その他

（１）平成２８年度事業計画の件
報告者：梅田武久専務理事

（２）平成２８年度収支予算の件
報告者：伊藤亘総務財政委員長

（３）定款施行規則及び支部規則一部改正報告の件
報告者：伊藤亘総務財政委員長

可決・承認されました。

第１号議案 役職者（幹事・監査）の選任の件

平成２７年度事業報告について報告され、承認されました。
１．宅地建物を適正に取引し、消費者保護を図るための人材の輩出及び高度な人材の育成並びに優良な事業者の拡大に関す
　  る事業（公益目的事業１）
２．宅地建物を適正に取引し、消費者保護を図るための相談、講習会等の普及啓発活動等に関する事業（公益目的事業２）
３．不動産取引等に関する人材育成及び普及啓発並びに不動産流通市場の活性化等を行うとともに、宅地建物取引業を通じ  
　  た地域社会等への貢献及び会員の業務に対する支援等を行う事業（その他事業）
４．行政所管課、関係諸団体との連携
５．公益社団法人移行後の運営対応、並びに組織体制整備に関する検討
６．会員支援の拡充・強化に向けた対応
７．その他

第２号議案 平成２７年度決算報告承認の件
提案者：伊藤亘総務財政委員長／会計監査報告：石川博之監事
平成２７年度収支決算書について報告され、承認されました。

第３号議案 理事・監事選出承認の件
提案者：梅田武久理事資格審査委員長・監事候補者推せん委員長
理事資格審査委員長兼監事候補者推せん委員長より、選出された理事５２名、監事４名が報告され、可決・承認されました。

（公社）全国宅地建物取引業保証協会
愛知本部  平成 28 年度定時総会

（公社）全国宅地建物取引業保証協会（公社）全国宅地建物取引業保証協会
愛知本部  平成 28 年度定時総会愛知本部  平成 28 年度定時総会

（公社）全国宅地建物取引業保証協会
愛知本部  平成 28 年度定時総会
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特 集２

（名南東）

会長

■商号／(株)岳新住建
■趣味／ソフトボール・野球観戦岡本　大忍

おかもと たいにん

（知多）

副会長

■商号／協栄不動産
■趣味／旅行、ゴルフ

深谷　政次
ふかや まさつぐ

（東三河） （中）

副会長

■商号／(株)ランディック
■趣味／俳句・川柳、クロスワード

夏目　彰一　
なつめ しょういち

副会長

■商号／(株)東海ホームセンター
■趣味／ゴルフ、陶芸、旅行

梅田　武久
うめだ たけひさ

（東名）

副会長

■商号／朝日総合商事
■趣味／海釣り、ゴルフ

奥井　俊一
おくい としかず

（名南東）

専務理事

■商号／伊藤商店
■趣味／旅行

伊藤　　亘
いとう わたる

この度、初めて専務理事を拝命することになりました。
先代より正会員を引継いで本年で会員歴３０年とい

う年になりました。今までの総務財政委員長の経験を踏まえ、
新会長はじめ副会長・理事の皆様と協力しながら協会発展
のために業務を行ってまいりたいと存じますので、会員の皆
様のご理解とご協力をお願い致します。

抱負
この度、副会長職を拝命することとなり責務の重大さ
に身の引き締まる思いです。今までの理事としての経

験を活かし、微力ではありますが会長を補佐し、不動産業界
の発展・社会的地位の向上に努めさせていただき職務を遂
行してまいりたいと思います。引き続き、会員の皆様のご支
援・ご協力をお願い申し上げます。

抱負

この度、副会長の任を拝命することとなり、協会の事
業運営に微力ながら精励する所存であります。業界

の発展と信頼の向上及び協会の更なる充実を図るため、会
長の補佐役として理事の方々と協力し職務に取り組んでま
いります。今後とも会員の皆様には一層のご支援とご協力を
お願い申し上げます。

抱負
引き続き副会長を仰せつかりました。微力ではありま
すが、会長を支え、業界の更なる発展と社会的地位向

上のために努めてまいります。なお愛知宅建はまもなく創立
５０周年を迎えます。皆様のご支援ご協力をお願い申し上
げます。

抱負

副会長に就任いたしました深谷政次です。岡本大忍
会長をサポートし、会員の皆様方のご期待に添えま

すよう努力いたす所存です。会員の皆様とは対話と協調をも
って愛知宅建協会の事業の発展を目指し、風通しの良い運
営を心がけたいと思っております。今後とも一層のご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

抱負

本部運営等についての抱負を語っていただきました。

本 部 役 員 紹 介本 部 役 員 紹 介

Special Features 2016Special Features 2016
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東名支部

■商号／(株)グリーンランド
■趣味／ゴルフ、カラオケ

川尻　　稔

奥井支部長の副会長就任に伴い、支部長の職を拝命することとなりま
した。今後は、昨年本部で策定した「愛知宅建版ハトマークグループ

ビジョン」を指針として、安心安全で公正な不動産取引の環境整備を通して
我々会員が地域社会から信頼され気軽に相談できる「かかりつけ医」のような
存在となれるよう、支部として為すべき事、取るべき方向性を見極めながら支
部運営を心がけたいと思っております。まだまだ若輩者ではございますが精
一杯努力致しますので、皆様のご協力ご指導を宜しくお願い申し上げます。

抱負

名西支部

■商号／積村ビル管理（株）
■趣味／ツーリング（ハーレイ）

二村　伝治

前期に引き続き３期目の支部長を拝命することに成りました。
県下統一研修会に於いて名西支部は１５支部の中で一番の出

席率を達成しておりますので、支部企画研修会の出席率を１０％ＵＰ
出来るよう企画をしてまいりますので、会員の皆様のご理解とご協力を
御願い申し上げます。

抱負

名南東支部

■商号／(有)村上不動産
■趣味／釣り、家庭菜園

村上　尚彦

この度、支部長を拝命することとなり、職責の重さを痛感し身の
引き締まる思いでいっぱいです。前支部長の理念を引き継ぎ、

支部運営については、支部会員の仕事の一助となるよう努めます。又、
公益法人としての理念を理解し、本部と支部の架け橋となれるよう努力
してまいります。会員各位・支部役員のご支援ご協力をよろしくお願い
申し上げます。

抱負

名南西支部

■商号／（有）波多野不動産事務所
■趣味／骨董、油絵、ボルダリング

波多野 昭一

この度、３期目の支部長職を拝命することとなりました。先日、
公益社団法人の役員の心構えに相応しい言葉を見つけました

のでご紹介します。「判断に迷ったときは、より大きな集団の利益を優
先しなさい。自分よりも仲間達、仲間達よりも社会全体。そうすれば判断
を誤ることはないだろう。」（アルフレッド・アドラー）「嫌われる勇気」を
持ち邁進する事を皆様にお誓い申し上げます。今後とも変わらぬご指
導をいただきますよう宜しくお願いいたします。

抱負

名南支部

■商号／（株）中競不動産
■趣味／カート、海釣り、ドライブ

河合　保人

大手寡占化が進み、中小零細個人事業主の私たちの協会は先細りが見
えています。若い世代、次世代がこぞって「不動産をやりたい」となるた
めには、青年部会・女性部会をもっと活性化させる必要があります。運動

会やスポーツ交流、鑑賞会やバーベキュー、家族会でもいいです。何か企画事や
研修企画を青年部会や女性部会に運営していただいてもいいです。また、愛知
県下５７００会員のスケールメリットを活かすべく、支部交流を進めて参ります。
当支部の支部企画研修会には是非皆様お越しください。逆に皆さんの支部企画
研修にお邪魔させてください。成功イメージは「どこそこ支部の誰それさんと仕
事が出来ましたよ」を聞くことです。そのための二年間頑張ります。

抱負

名城支部

■商号／（株）伊藤壽産業
■趣味／ゴルフ･スポーツ観戦

伊藤　茂雅

前期に引き続き二期目の支部長を拝命し、職務の重さを改めて
痛感いたしております。今期は、昨年度より始めました研修会出

席の優良会員制度を会員の皆様に理解して頂き、年１回開催の支部企
画研修会と支部事務所での勉強会を皆様の業務に役立つよう充実し
た研修事業を行ってまいりますので、会員の皆様のご理解･ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

抱負

中支部

■商号／(株)レナックス
■趣味／ゴルフ、車、旅行、ラジコン、居酒屋巡り

中林　正人

梅田前支部長の本部副会長就任に伴い、支部長に就任すること
になりました。前支部長の支部運営方針を承継し、支部会員の

業務支援を１番の目標として研修会及び各種事業を行いますので、会
員の皆様方にはご支援ご協力をいただきますよう、引き続きよろしくお
願い申し上げます。

抱負

支 部 長 紹 介支 部 長 紹 介
支部運営等についての抱負を語っていただきました。

かわしり みのる

ふたむら でんじ

むらかみ なおひこ

はたの しょういち

かわい やすひと

いとう しげまさ

なかばやし まさと

特 集３
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東三河支部

■商号／(株)ランディック
■趣味／俳句・川柳、クロスワード

 夏目　彰一

いま一度支部の舵取りをさせていただくことになりました。
これまで以上に本部との連携を密にし、会員のための支部づく

りを進めてまいります。
皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。
                     

抱負

西三河支部

■商号／(有)大髙不動産事務所
■趣味／ジャズの観賞、「きこり」

大髙　利之

四期目の支部長を拝命しました大髙でございます。これまで三
期に渡り会員の資質の向上並びに協会の信頼性の向上を目的

に協会運営に努めて参りました。今期については先期から新たに取り
組んだ実務セミナーを拡充させるとともにハトマーク並びに不動産無
料相談の周知を図る為に社会活動･地域活動に力を注ぎ業界の発展
に寄与したいと考えております。

抱負

碧海支部

■商号／藤和不動産
■趣味／水泳、スポーツ観戦

鈴木　良之

今期より碧海支部の支部長を拝命することとなりました。微力で
はありますが協会発展のため、精一杯取り組んでまいりたいと

思います。一つ一つの支部事業を大切にし、ハトマークのＰＲ、会員の
資質向上、そして会員間のさらなる団結を目指し、風通しの良い健全な
支部運営を心がけたいと考えております。会員の皆様のご理解ご協力
をよろしくお願い申し上げます。

抱負

豊田支部

■商号／セイユーコンサルタント(株)
■趣味／Ｂ級グルメ、温泉、読書、ゴルフ

光岡　新吾

三期目の支部長という大役を引き続き拝命しました光岡でござ
います。まずは前期に引き続き豊田支部の活性化、支部会員同

士の交流を深めて、情報共有、意見交換が気楽にできる環境づくりを
進めていきます。そして不動産の専門家として、地域で役に立ち、信頼
されるような研修会、事業を展開し、行政との連携を深め地域の発展
に寄与していきます。

抱負

知多支部

■商号／ナミサキ不動産（有）
■趣味／家庭菜園、日帰り温泉

浪﨑　克則

前期に引き続き、今期も支部長を拝命致しました。非才、非力で
ございますが、皆様のお力をお借りし支部、協会発展のために

尽力してまいります。
新たな支部活動として、注意すべき不動産取引の体験談など情報を共
有しトラブル防止となる話し合いの場を作りたいと考えます。

抱負

東尾張支部

■商号／(株)ハウスウッディワン
■趣味／ツーリング、アウトドア全般

米谷　雅弘

会員数減少への対応策は宅建サポートと支部事業の充実です。
会員の目線で会員に提供すべきものを真剣に考える必要があ

ります。
会員自身の帰属意識の高揚を真剣に考える時だと思います。

抱負

西尾張支部

■商号／トップハウジング（株）
■趣味／野球・ゴルフ

岩村　清司

今期のテーマは西尾張支部らしさを探すことです。今まで、支部の体制や運
営について西尾張支部のスタンダードを構築することを心がけてきました。
それは、組織における危機管理であったり、将来の支部運営を託す人材の

育成でありました。何か、突発的なことが起きても支部運営に支障が無いようにす
る事が必要であると考え実践してきました。これについては皆さんのご協力で概ね
目標を達成することができたと考えています。そして、次の段階として西尾張支部ら
しさを考えたいと思います。漠然としたテーマですが人間の個性のように支部にも
同じような感覚を持たせてみたいと思います。これができれば、もっと素晴らしい支
部になると信じて、支部役員事務職員の皆さんと一緒に取り組んでまいります。

抱負

北尾張支部

■商号／愛和住研（株）
■趣味／テニス・バドミントン・釣り

米山　敏夫

前期に続いて支部長を務めさせて頂くことになりました。支部の運営
について私が一番大事に考えていることは、とにかく色々な意見を聞

くことです。永く運営に携わっていると、マンネリと独断という状況に陥ってし
まう危険性があります。それを常に頭の中に置いて、周りの人達が自由に発
言できる環境をつくる、そしてその声に耳を傾けるように努めます。耳障りな
声に耳を塞がない様に心がけ公正で風通しの良い支部運営を心がけます。

抱負

なつめ しょういち

おおたか としゆき

すずき よしゆき

みつおか しんご

なみさき かつのり

よねたに まさひろ

いわむら せいじ

よねやま としお

Special Features 2016Special Features 2016
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理事
【東名】
奥井　俊一
川尻　　稔
近藤　誠子
冨田　　厳

監事
【東名】
藤田　一彦

【名城】
榎本　正三

【西尾張】
佐藤　和生

【員外】
太田　　勇

【名西】
二村　伝治
尾頭　一喜
竹田　克彦

【名南東】
岡本　大忍
村上　尚彦
伊藤　　亘
村井　欣宏
西川　純二

【名南西】
波多野昭一
風岡　正夫
橋本　　大

【名南】
伊藤　　博
河合　保人
伊藤　　淳
出口香代子

【名城】
伊藤　茂雅
児玉　昭子
渡邊　　豊

【中】
梅田　武久
中林　正人
加藤　惠三
辻井　浩二

【東三河】
夏目　彰一
高木　輝彦
太田　隆宏
羽賀　浩正
齋藤佳代子

【西三河】
大髙　利之
鈴木　一実
中村　征幸

【豊田】
光岡　新吾
宮田　正生

【知多】
深谷　政次
浪﨑　克則
木庭　好則
森田　和男

【東尾張】
米谷　雅弘
三浦　弘司

【西尾張】
木全　紘一
岩村　清司
鈴木　政之
髙橋圭一郎

【北尾張】
高山　初夫
米山　敏夫
野崎　久嗣

顧問
【外部顧問】
愛知県議会議長、名古屋市長、名古屋市会議長
弁護士…………大塚　錥子、長谷川桂子、
　　　　　　　中村　　弘、中村　伸子
税理士…………坂本　治己

相談役
【内部顧問】
丸尾　　博（西三河）
丸地　和夫（東三河）
山田美喜男（中）

参与
【東名】
加藤　　惺
中川　　清

【名南東】
武儀山勝彦
大森　鶴正
箕浦　憲二
都築　剛康
坂野　尚子

【名南西】
高木　源二
佐野　剛士
冨田　良孝

【東三河】
坂口　秀勝
鳥居　春男
井本　順丈

【西三河】
坂口　昌且

【豊田】
原田　又郎

【知多】
田村　忠勝

【西尾張】
林　　久嗣

【名南】
清水　久雄
髙鍬　準一
野邊　　保

村瀬　　實（知　多）
東　　一夫（名南東）
西川　正純（名南西）
髙木　　繁（東三河）
鳥居八十彦（豊　田）
小野田征夫（東三河）
近藤　正俊（西三河）
加治佐健二（名　西）

【中】
小林　　功
川戸　　寛
山本　　正

【名城】
青木　忠廣

（公社）愛知県宅地建物取引業協会 理事会開催
　６月２日（木）午後２時より愛知県不動産会館において理事会を開催しました。岡本大忍会長、
伊藤博全宅連会長のあいさつの後、深谷政次副会長が議長に選出され、前回理事会以降の会
務報告等の後、議事に入りました。第１号議案から第６号議案までの主な審議事項は、創立
５０周年記念式典事業実行委員会（仮称）の設置に関する件、業務執行理事の選任に関する件、
平成２８・２９年度の執行体制に関する件、全宅連及び関係団体役員選出に関する件、顧問・
相談役・参与の推薦に関する件、新入会員の承認に関する件の提案であり、全議案可決・承
認されました。本部役員等については以下の通りです。

【東尾張】
安藤　智　

【碧海】
鈴木　良之
水野　　樹
稲垣　一幸

【碧海】
粂　　善夫

【北尾張】
石川　 博之
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東名

東名

東名

東名

東名

東名

名西

名西

名西

名西

名西

名南東

名南西

名南

中

東三河

東三河

西三河

碧海

豊田

豊田

豊田

豊田

豊田

豊田

知多

東尾張

東尾張

東尾張

東尾張

東尾張

西尾張

北尾張

北尾張

北尾張

北尾張

H28.4.12

H28.4.12

H28.4.13

H28.4.13

H28.5.17

H28.5.17

H28.4.6

H28.4.19

H28.4.20

H28.5.20

H28.5.24

H28.4.19

H28.5.17

H28.5.17

H28.5.25

H28.5.24

H28.5.24

H28.5.24

H28.4.19

H28.4.13

H28.4.13

H28.5.17

H28.5.17

H28.5.17

H28.5.17

H28.4.27

H28.4.12

H28.5.6

H28.5.9

H28.5.17

H28.5.24

H28.4.12

H28.4.6

H28.4.12

H28.4.19

H28.5.17

23212

23228

23213

23218

23175-1

23247

23227

23223

23229

大臣8116-39

23211

23233

23259

23204

大臣8960-1

23220

23241

23221

23222

20443-2

21901-6

19117-8

23232

23239

23252

23236

23215

23243

23246

20601-12

23264

23217

23231

23226

23230

23254

加藤不動産

㈱サワダエステート

ＴＭエステート

㈱ランドバンク

㈱インフィールドＡｋａｉｋｅ－Ｂａｓｅ

㈱戸田商事

㈲グランドギャラリー

㈱Ｏｆｆｉｃｅ　ＫＡＴＯ

豊丸産業㈱

㈱リブマックスリーシング名古屋西口店

㈱グッドライフ

㈱ベルモック

㈱すまい計画室

㈱ナカトウ

ＣＩＦＯ㈱名古屋支店

オフィス・タナカ

㈱三河フロンティア

㈱ＨＩＥＳ

知立木材㈾

アーレックス㈱豊田住宅展示場

㈱夢のおてつだいハウスドゥ！豊田逢妻店

松屋地所㈱豊田西町店

㈱スター不動産

㈱リンクスワン

㈲韋駄天

㈱大進

大名古屋不動産㈱

（同）山口建設　

全日本観光㈱

㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ守山店

㈱ナカシロ

ＭＫエステイト

㈱楽暮コン

庄内開発㈱

いざなぎ不動産

ダイズホーム㈱

名古屋市名東区名東本通５ー２３ 

名古屋市千種区松軒１ー１ー１５ 

名古屋市名東区豊が丘１８０９ 

名古屋市千種区東山元町４ー２０ー１ 

日進市赤池４ー１０２ 

名古屋市名東区引山１ー４１０ー１ 

名古屋市中村区名駅３ー２１ー４ 名銀駅前ビル３Ｆ３

名古屋市西区山木１ー１６６ ＳＴビル１Ｄ

名古屋市中村区長戸井町３ー１２

名古屋市中村区太閤４－９－２５ LIVEMAX Be Yourself １Ｆ

名古屋市西区城西１ー７ー２２ 

名古屋市昭和区円上町２９ー２０ 宇野ビル２Ｆ 

名古屋市中川区万場５ー８３７ メゾンロワール３０１

名古屋市熱田区新尾頭１ー１ー１７ 

名古屋市中区栄４ー２ー２９ 名古屋広小路プレイス７Ｆ

豊橋市草間町字東郷４４ー３

豊橋市天伯町字天伯９７ー１

岡崎市竜泉寺町字上野中１０９ー１ 

知立市山屋敷町山屋敷４７ 

豊田市駒新町不毛２０ー１ 

豊田市汐見町４ー１３ 

豊田市西町４ー２５ー１３

豊田市大林町３ー１８７ー１

豊田市栄生町１ー２７

豊田市西広瀬町市場２０７

半田市住吉町２ー１８５ー１ 

名古屋市守山区長栄８ー４４

瀬戸市八幡町８５ 

名古屋市守山区大字上志段味字東谷２０７４ー６０ 

名古屋市守山区小幡中１ー１ー３ 

名古屋市守山区新守町３５ー２ 

一宮市昭和１ー１２ー２ 

丹羽郡大口町秋田４ー１ 

春日井市玉野町１６４ 

春日井市鳥居松町４ー７１ ＭＩＹＡＫＯＢＩＬ２０２

江南市村久野町平松５３ 

支部 入会日 免許番号 商号 代表者 取引士 事務所所在地・電話番号・FAX番号

新　入　会　員　名　簿 自平成２８年４月１日～至平成２８年５月３１日

　６月２日（木）午後３時より愛知県不動産会館において幹事会を開催しました。岡本大忍本部長、伊藤博全
宅保証会長のあいさつの後、夏目彰一副本部長が議長に選出され、議事に入りました。第１号議案から第３号
議案までの主な審議事項は、常任幹事の選任に関する件、平成２８・２９年度の執行体制に関する件、全宅
保証関係役員選出に関する件の提案であり、全議案可決・承認されました。本部役職者については以下の通りです。

加藤　好憲

澤田　徹

林　正文

茅根　良香

千原　由江

戸田　直也

司馬　健

加藤　史賀

永野　光容

飯尾　浩巳

髙下　修

鈴木　裕子

木下　良一

谷口　麻里

松井　則之

田中　良治

小山　晃延

小林　晃久

田中　文雄

濵田　吉朗

品川　博文

山口　祐輝

近藤　啓貴

朝比奈　幸生

近藤　千加代

家田　雅夫

箕浦　雅仁

加藤　英憲

田中　勝彦

野田　和伯

徳永　宏志

海部　基樹

河野　伸幸

加藤　真史

公文　一理

坂田　大一郎

加藤　好憲

澤田　徹

林　正文

茅根　良香

千原　由江

戸田　直也

北川　稚鳥

加藤　史賀

鈴村　卓也

飯尾　浩巳

門田　吉生

鈴木　裕子

木下　良一

谷口　麻里

松井　則之

田中　良治

小山　晃延

小林　晃久

田中　文雄

濵田　吉朗

品川　博文

山口　祐輝

近藤　啓貴

朝比奈　幸生

近藤　知子

家田　雅夫

箕浦　雅仁

加藤　研

田中　勝利

野田　和伯

徳永　宏志

海部　基樹

河野　伸幸

加藤　真史

公文　一理

坂田　大一郎

052-701-0056

052-880-3079

052-739-6214

052-782-1517

052-800-2501

052-768-5526

052-589-8860

052-934-7997

052-452-8111

052-451-5055

052-934-7889

052-829-1918

052-870-2927

052-682-7581

052-269-5055

0532-74-3954

0532-39-6804

0564-54-6377

0566-81-0432

0565-57-1161

0565-41-5702

0565-41-7087

0565-41-6100

0565-41-3001

0565-41-2302

0569-23-3344

052-796-3339

0561-82-7410

052-736-6178

052-794-8686

052-794-1221

0586-45-7588

0587-96-9600

0568-44-2850

0568-29-6808

0587-74-5590

052-704-5722

052-870-2678

052-739-6215

052-782-1517

052-800-2505

052-799-5066

052-589-8850

052-934-7994

052-452-0354

052-451-5056

052-934-7797

052-829-1919

052-870-2928

052-682-0587

052-269-5056

0532-74-3954

0532-39-6814

0564-54-6588

0566-83-3376

0565-57-1162

0565-41-5787

0565-41-7097

0565-41-6107

0565-41-3001

0565-41-2320

0569-21-7283

052-796-3330

0561-21-2832

052-736-6180

052-794-8688

052-794-1394

0586-45-7588

0587-96-9604

0568-44-2840

0568-84-3188

0587-74-6725

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

FAX：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

TEL：

（公社）全国宅地建物取引業保証協会愛知本部　幹事会開催

【本 部 長】
【幹　　事】

業協会　会長　
業協会　理事

業協会　専務理事業協会　副会長　
業協会　監事

【副本部長】
【監　　査】

 【専任幹事】
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お 問 い 合 わ せ 先

（公社）愛知県宅地建物取引業協会  内  愛知県不動産コンサルティング協議会
〒４５１-００３１ 名古屋市西区城西５－１－１４

 ＴＥＬ：０５２－５２２－２５７５　ＦＡＸ：０５２－５２１－１８３８

愛知県不動産コンサルティング協議会では、基礎教育講座を下記の日程で開催します。
不動産コンサルティング技能試験を受験しようと考えている方の受験勉強に

役立つものとなっていますので、是非参加してみて下さい。

　（公財）不動産流通推進センターが実施する「不動産
コンサルティング技能試験」に合格して、不動産コンサル
ティング業務に関する知識があると認められた方々です。
　この方たちは、「公認 不動産コンサルティングマスタ
ー」として同センターに登録されています。

公認  不動産コンサルティングマスターって？
以下の資格を有することとなります。
　①「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」
　　となる資格
　②「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請
　　者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基
　　準を満たす資格
　③「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資
　　運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格

公認  不動産コンサルティングマスターであれば…

次の①～③のいずれかに該当する方
　①宅地建物取引士資格登録者で現に宅地建物取引
　　業に従事している方、又は今後従事しようとする方
　②不動産鑑定士で、現に不動産鑑定業に従事してい
　　る方、又は今後従事しようとする方
　③一級建築士で、現に建築設計業・工事監理業等に
　　従事している方、又は今後従事しようとする方

不動産コンサルティング技能試験受験資格

基礎教育講座受講内容基礎教育講座受講内容

　試験合格後の技能登録のためには、受験資格①～③
についての資格登録後、その業務に関する５年以上の
実務経験を有すること等の要件が必要です。①～③の業
務の通算（合計）で「５年以上」とすることはできません。

不動産コンサルティング技能登録

受講資格

定 員

講座内容

受 講 料

コ ー ス 名

開 催 日

講 習 時 間

申込締切日

会 場

事業・実務編

９月７日（水）

８月３１日（水）

建築・法律編

９月２０日（火）

９月１３日（火）

税制・経済金融編

９月２８日（水）

９月２１日（水）

宅地建物取引士の方ならどなたでも受講できます。

５０名（各コース）

次の３コース

（何コースでも受講可）　１５,０００円（各コース）

※今回は、当協議会が受講料の内５,０００円
　を負担しますので、各講座とも１０,０００円
　で受講できます。詳細につきましては、
　下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
※教材は受講料に含まれています。

●申込書は宅建協会ホームページよりダウンロードして下さい。

本年度も受講料を
５,０００円負担します ！！

１０時００分～１７時００分

ウインクあいち（ 名古屋市中村区名駅４丁目４ー３８）

ホームページ　http://aichi-takken.or.jp/

不動産コンサルティング基礎教育講座受講案内
コンサルティング技能試験の受験者に朗報！
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平成 28年度「不動産コンサルティング技能試験」実施概要

受験申込受付期間

受 験 料

試 験 実 施 日

試 験 地

合 格 発 表 日

受 験 資 格

平成２８年８月１日（月）～９月１６日（金）

３０,８００円（消費税等含む）

平成２８年１１月１３日（日）

択一式試験（午前）及び  記述式試験（午後）

札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄の１２地区（予定）

平成２９年１月１３日（金）

次の ①～③ のいずれかに該当する方

①宅地建物取引士資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している方、又は今後従事しようとする方
②不動産鑑定士で、現に不動産鑑定業に従事している方、又は今後従事しようとする方
③一級建築士で、現に建築設計業・工事監理業等に従事している方、又は今後従事しようとする方

※なお、試験合格後の技能登録（「公認 不動産コンサルティングマスター」の認定）のためには、受験資格①～③につい

ての資格登録後、その業務（①については不動産業）に関する５年以上の実務経験を有すること等の要件が必要です。

①～③の業務の通算（合計）で「５年以上」とすることはできません。

受験申込み方法は、ホームページからのＷｅｂ申込みとなります。（郵送による方法は実施しません。）

【受験申込み方法についてのご注意】

（公財）不動産流通推進センター（電話受付：平日９：３０～１７：００）
ＴＥＬ：０３－５８４３－２０７９　ＦＡＸ：０３－３５０４－３５２３

HP：http://www.retpc.jp/consul-exam/

お 問 い 合 わ せ 先

建築住宅着工統計概要（平成２８年３月分）
●新設住宅の着工戸数を利用関係別でみると、
対前年同月比で持家は１８.８％増(１,６４６
戸)、貸家は２７．３％増(２,３８９戸)、給与
住宅は６３．５％減(２３戸)、及び分譲住
宅は１０.６％減(１,４４７戸)となった。

●建築物の着工床面積を用途別でみると、対前年
同月比で居住用は７．８％減(４８６,７３８㎡)、
非居住用は４２．７％増(３８３,０７５㎡)となり、
全体では９．２％増(８６９,８１３㎡)となった。

8000

7000

6000

5000

4000

3000
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

1200000

1000000

800000

600000

400000 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

26年度 27年度 26年度 27年度

着工新設住宅の戸数の推移（戸） 着工建築物の床面積の推移（㎡）
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宅地建物取引士賠償責任保険制度のご案内

　この制度は、宅地建物取引士の行う業務（宅地建物取引業法第３５条、３７条）に係る損害賠償リスクに対す
る保険です。本年度より従来のプランに加え、保険金額を倍増したプランと、宅建士を含むすべての従業者を対
象としたプランを新たに追加し、希望のプランを自ら選択できる制度になりました。

お申込み期限は７月２２日（金）となっております。
ぜひ、この機会にご加入いただき、ご活用ください。

基本補償(必須加入）： ①宅地建物取引業法第３５条に定める「重要事項の説明等」
②宅地建物取引業法第３７条に定める「書面の交付」

ワイド補償 ： 基本補償範囲外の役員・従業員（宅建士含む）が行った業法２条に基づく業務等

プラン１

プラン２

プラン３

プラン４

基本補償

基本補償

基本補償

基本補償

ワイド補償

ワイド補償

支払限度額 保険料

１事故：１億円
保険期間中：１億円　※１

１事故：１億円
保険期間中：１億円　※２

１事故：５，０００万円
保険期間中：１億円　※１

１事故：５，０００万円
保険期間中：５，０００万円　※２

１事故：１億円
保険期間中：１億円　※１

１事故：５，０００万円
保険期間中：１億円　※１

宅建士１名あたり
７，０００円

都道府県に届出の従事者数　※３
７，０００円×届出の従事者数

宅建士１名あたり
５，０００円

都道府県に届出の従事者数　※３
５，０００円×届出の従事者数

宅建士１名あたり
７，０００円

宅建士１名あたり
５，０００円

※１　自己負担額３万円　※２　自己負担額３万円・縮小てん補割合９０％　※３　基本補償にご加入いただく宅建士も含みます。

（保険期間１年、一時払、基本補償団体割引２０％適用）

【加入方法】
１．保険期間：平成２８年１１月１日午後４時から平成２９年１１月１日午後４時までの１年間
２．募集期間：平成２８年７月１日～平成２８年７月２２日
３．加入資格者：（公社）愛知県宅地建物取引業協会会員（事業所）に従事している方
４．加入年齢：年齢制限はありません。
５．加入手続き（新規で加入する場合）：パンフレットに添付されている加入申込書と口座振替用紙に必要事項を
　　ご記入・捺印のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。なお、パンフレットにつきましては、この広報誌
　　が配送されました封筒に同封されております。詳しい内容、お問い合わせ先等は、パンフレットをご参照ください。
６．既にご加入いただいている方は、自動更新されます。８月１０日頃更新ハガキが発送されます。プランの変更
　　等がある場合には、パンフレットに同封されている継続手続きのお知らせをご確認のうえ、手続きを行ってくだ
　　さい。

このパンフレットは概要を説明したものです。内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせ下さい。

【引受保険会社】
（幹事）損害保険ジャパン日本興亜株式会社
名古屋支店名古屋北支社
〒460-8551　愛知県名古屋市中区丸の内 3-22-21
TEL：052-953-3793（平日 9 時～ 17 時）
( 副幹事 ) 東京海上日動火災株式会社

【取扱代理店】
株式会社　宅建ブレインズ
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋 3-7-12
　　　　　　K・Pビル 4 階
TEL：03-3234-0699　　FAX：03-3239-7540
〔受付時間〕平日／午前 9 時～午後 5 時まで



2016年7月号 17information◎巻頭ページ「地名クイズ　なんと読む？」の答えは『じゃばさま（蛇廻間）』です。

　アンスリウムという花名は、ギリシャ語で「花」と「尾」を意味する
語からつけられ、英語でも「Tailflower（尾のような花）」と呼ばれて
います。一方、和名になると、ハート型の部分をウチワに見たてて、「オ
オベニウチワ」などと呼ばれます。同じ花でも、イメージする形によっ
て名前が変わるおもしろい花です。あなたにはどんな形に見えますか？

　仏炎苞（ぶつえんほう）と呼ばれるハート型
の花が印象的です。
　この仏炎苞には、ツヤツヤした光沢があり、白、
黄緑、ピンクなどさまざまな色の品種があります。
日持ちもよく、長い間楽しめます。

アンスリウム

花の王国あいち県民運動実行委員会
電話：052-954-6419　メール：engei@pref.aichi . lg. jp

今月のあいちの花

お 問 い 合 わ せ 先

（公社）愛知県宅地建物取引業協会　宅建試験係　
〒４５１－００３１　名古屋市西区城西５－１－１４（愛知県不動産会館）

ＴＥＬ：０５２－９５３－８０４０

平成２８年１０月１６日（日） 午後１時～３時まで（登録講習修了者は午後１時１０分～午後３時まで）
● 試験日および試験時間

年齢、性別、学歴等に関係なく誰でも受験できます。
※愛知県内で受験できる方は、愛知県内に住所（居所）を有する方のみです。

● 受験資格

７月１日（金）～８月１日（月）
● 受験申込書配布期間

（公社）愛知県宅地建物取引業協会本部および各支部、各県民相談室、愛知県第一官報販売所等
※詳細については、「愛知県宅建協会ＨＰ（http://aichi-takken.or.jp）→宅地建物取引士→
　宅建試験のご案内→宅建試験案内配布期間・場所」を参照下さい。

※必ず「試験案内」を読んで頂き、記載内容に同意した上で申込んで下さい。

● 受験申込書配布場所

＜インターネット受付＞
平成２８年７月１日（金）午前９時３０分～７月１５日（金）午後９時５９分 
※受付時間に注意して下さい。

● 受験申込受付（登録講習修了者も同じ）

＜郵送受付＞
平成２８年７月１日（金）～８月１日（月）　※受付期間内の消印がある簡易書留のみ受付します。
お問い合わせ先住所

（一財）不動産適正取引推進機構   (http://www.retio.or.jp)　　

受付期間

アドレス

受付期間
送 付 先

平成２8年度　宅地建物取引士資格試験（宅建試験）



●
●
●

本誌内容の無断転載はご遠慮下さい。 転載ご希望の方は、協会本部事務局まで
必ずお問い合わせ下さい。

　シンボルマーク（ハトマーク）は、私達がこれか
ら目指していくべき姿の象徴です。２羽の鳩は会員
とユーザーの信頼と繁栄を意味し、使用されてい
る色については、赤色は「太陽」を、緑色は「大地」
を、そして白色は「取引の公正」を表しています。
またREAL（不動産の、本当の）PARTNER（仲間、
協力しあう）は会員とユーザーが REAL PARTNER
となり、「信頼の絆」が育まれるようにとの願いを
シンボルマークにこめたものです。

／人材育成委員会
／委員長　二村　伝治
／公益社団法人　愛知県宅地建物取引業協会　 
　名古屋市西区城西５-１-１４ 愛知県不動産会館
　ＴＥＬ：０５２－５２２－２５７５（代）
　平成２８年６月２０日発行　通巻４７７号

編 　 　 集
編集発行人
発 行 所

TEL：052-522-2575

目指せ！ 不動産キャリアパーソン！
不動産実務修得の基礎固めに！　知識の再確認に！　社内教育 · 新人社員教育に！

ＴＥＬ：０５２－５２２－２５７５
（公社）愛知県宅地建物取引業協会

検索 クリック！不動産キャリアパーソン

「不動産キャリアパーソン !? これだ !!」「不動産キャリアパーソン !? これだ !!」「不動産キャリアパーソン !? これだ !!」「不動産キャリアパーソン !? これだ !!」

お 問 い 合 わ せ 先 ・ お 申 し 込 み 先
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